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貧困議論における貧困当事者の「排除」と「他者化」
陳

勝

その差異を強調している。そのような貧困議論に

⚑．はじめに

基づく反貧困政策はどちらも、貧困問題の解決や

貧 困 は 政 治 的 概 念 で あ る（Alcock 2006: 40,

緩和にとって障壁にさえなりうる。

Lister=2011: 16）
。グローバル化や脱工業化が進

本論文ではこのような貧困議論における貧困当

んできた今日でも、貧困に対する解釈は依然とし

事者の「排除」と「他者化」について、その内容

て 従 来 に “忠 実” で あ り、両 極 化 さ れ て い る

を概観する上で、次の⚒つの課題を明らかにする

（Beresford & Croft 1995: 75) 。Beresford &

ことを目的とする。第一に、ここでの「排除」と

Croft の指摘によれば、政治の「右派」では、貧困

「他者化」には貧困当事者にとって実際にどのよ

1)

は周辺的な「アンダークラス（Underclass）
」とい

うな意味・問題が裏付けられているのか。第二に、

う言葉で特徴づけられ、この「アンダークラス」

その意味・問題に対応する際に必要とされる視点

は社会的責任を果たせず、
「怠惰」
「逸脱」
、
「危険」
、
、

は何であるか、ということである。そのため、本

「離脱」というような存在と意味されている。一

論文における分析にあたって用いる主要文献と構

方、政治の「左派」では、貧困は剝奪され不利な

成 は 次 で あ る。以 下、第 ⚒ 節 で は、主 に

立場にある人々の増加、そして、そのような人々

Beresford & Croft（1995）と Beresford & Green

の権利が否定され、排除、抑圧、差別に直面して

& Lister et al.（1999）の研究で論じられたこれま

い る こ と と し て 提 示 さ れ て い る（Beresford &

での貧困議論の主要エイジェントについて説明

Croft 1995: 75）
。⚒つのディスコースは競争的に

し、特に貧困当事者の「排除」を確認したい。第

見えているが、共通するところもある。それは貧

⚓節では、前述した⚒つのディスコースで頻繁に

困当事者がそれらの議論から排除されていること

用いられた「アンダークラス」と「社会的排除」

である（Beresford & Croft 1995: 75）
。

という言説を例として、貧困議論の各主要エイ

このように貧困当事者が排除された貧困議論、

ジェントがそれをどのように議論し構築したのか

そ し て そ れ に 基 づ く 反 貧 困 政 策 は、Young

を検討する。さらに、Young（=2008）の指摘を参

（=2008）の研究によれば、いずれも貧困当事者が

考にし、⚒つの言説のどちらも実質的に貧困当事

「他者」として語られ、
「他者化（Othering）
」のプ

者の「他者化」を促していることを強調したい。

2)

ロセスに置かれている。Young（=2008）は、人々、

第⚔節では、Fraser（=2013）の論述を参考にし、

特に貧困層（アンダークラス）の周辺化や排除を

ここまで論じてきた「排除」と「他者化」につい

促しているプロセスには、
「保守的な他者化」
と
「リ

て、それらが内包する貧困当事者にとっての政治

ベラルな他者化」という⚒つの様式があると指摘

的側面における問題を指摘する。第⚕節では、前

した 。Young（=2008）が指摘した⚒つの様式は、

節で指摘した問題に対して、その解決策としての

上記の⚒つの貧困のディスコースと対をなしてい

政治的参加の有用性を提起する。そして、そこで

る。⚒つのディスコースはどちらも、程度の違い

提起する政治的参加と、経済的・文化的側面を含

はあるものの、貧困当事者をいわゆる社会主流に

意 す る 社 会 的 参 加 と の 異 同 に つ い て、Olson

3)

ある「我ら」
（＝非貧困者）と違う「彼ら」として、 （2008）の研究を引用し説明する。
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⚒．貧困当事者の「排除」

に関心がある学術的研究機構、
シンクタンク、
キャ
ンペーンやプレッシャーグループでの発言や参加

これまでの貧困に関する議論は主に研究者、政

がほとんどない。よって、第三に、貧困当事者は

治家、メディア、貧困ロビーなどによって主導さ

貧困の議論や開発にほとんど参加できず、貧困の

れ、展開されてきた（Beresford & Green & Lister

分析と概念の形成から周辺化・排除されていると

et al. 1999: 24）
。以下の表⚑で示しているように、

される（Beresford & Croft 1995: 76）
。

⚔つのエイジェントはそれぞれのアイデンティ

では、なぜ貧困当事者は貧困議論から排除され

ティを有しているが、いずれも政治的イデオロ

てきたのか。Beresford & Croft によれば、それは

ギーの観点から貧困を捉えている。そして、そこ

権力（power）と関わることである（Beresford &

では貧困当事者が不在であり排除されている

Croft 1995: 78-79）
。Beresford & Croft（1995）は

（Beresford & Croft 1995: 76）
。Beresford & Croft

主にイギリスにおける政治の「右派」と「左派」

の指摘によれば、この排除は主に⚓つの形式で表

のそれぞれの貧困に対する扱い方を取り上げて、

れている。第一に、貧困当事者が、公衆の貧困認

次のように説明している。まず、
「右派」
に関して、

識に影響を与えているポリティカルプロセスとメ

例えば後述の「アンダークラス」論を提唱する

ディアストラクチャーにおいて周辺化されてい

Murray のような「右派」の主流議論ではそもそ

る。第二に、貧困当事者は貧困議論や反貧困運動

も貧困当事者に大きな発言権があるとするような

表⚑ 貧困議論の主要エイジェント
エイジェント

役割

貧困へのアプローチ

研究者

貧困を研究しその 貧困の定義に関する学術的議論は主に「絶対的なのか、相対的なのか」に
理論を開発する。 焦点を当ててきた。イギリスでは、主導的な研究伝統は「左派」の社会行
政に近く、相対的貧困を支持するものが大多数である。

政治家

反貧困に関する政 伝統的な政治は「右派」と「左派」に分けられている。
「右派」は個人の自
策を策定する。
由とプライベートマーケットに注目するが、
「左派」は正義や国家介入など
に注目する。イギリスでは、主に「右派」とみられる保守党と「左派」と
みられる労働党がある。
「右派」と「左派」との政治的イデオロギーの分岐
のなかに、貧困当事者や貧困問題は様々な言説やイメージで示され政策で
対応されている。

メディア

貧困に対する世論 メディアは他のエイジェントと同様に、貧困当事者より主に非貧困者の
を作り、政策に影 「声」を反映している。そのなかで、貧困当事者を中傷することもある。例
響を与える。
えば、政治的「左派」に近いメディアは、しばしば「可哀そう」な、社会
的に排除された者として貧困者を表している。ただ、このような「貧困」
の表象は、
貧困当事者の懸命に貧困に対処する主体性が無視しがちである。
これはまた、より厳しい目で貧困当事者を見ている「右派」が発した「ア
ンダークラス」などと結果的に同様のステレオタイプ化とスティグマ化を
もたらしてしまう。

貧困ロビー

貧困に関する証拠
を公表し、メディ
アと絡み合って政
府や政治家にプ
レッシャーをかけ
る。

多くの貧困ロビーは貧困者の経験ではなく、専門家の専門性に依拠して動
いている。そして、貧困ロビーは実際に貧困の定義が不明確なままで活動
を行っているという問題がある。例えば、貧困ロビーから発した広告や
キャンペーンなどでは、よく目立つような写真で、貧しい人々を犠牲者と
して表している。貧困ロビーは相対的な貧困を支持し、貧困当事者が社会
的活動から排除されていることを強調しようとしているが、結果として、
貧困を説明する際に使われている例は大部分が「右派」の提唱と近い絶対
的な貧困に当てはまっている。

注：Beresford & Green & Lister et al. (1999)『Poverty first hand: poor people speak for themselves』から整理。
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伝統がない。その社会政策や社会分析の多くは

掛けること（議会活動）をベースにしたものであ

トップダウンの方式で行われて（例えば、
「右派」

るとしている。そして、UPIAS は、DA がこのよ

が提唱する「トリクルダウン」方式）
、貧困の規模

うなキャンペーンアプローチで障害や貧困問題を

を小さく見せ、貧困当事者個人の責任を強調する

捉える方法について次のように批判している。そ

傾向があると述べている（Beresford & Croft 1995:

れは主に、①貧困でない専門家に依拠し、専門家

79）
。

が人々のために話してはいるが、人々を参加させ

これに対して、貧困の構造的原因を強調し、弱

て自分のために話すことをサポートするのではな

者の権利とニーズに関心があり、貧困問題の対応

い こ と。具 体 的 な 議 論 の 内 容 と し て、例 え ば

に積極的である「左派」の貧困批判においても、

「
（DA の組織では）障害をなくすプロセスの一環

貧困当事者が果たした役割はあまりにも小さい

として、障害者が自分たちの生活をコントロール

（Beresford & Croft 1995）
。Beresford & Croft

することについて言及されていない。また、専門

（1995）の指摘によると、それは特に「左派」の社

家や他の誰でも障害者自身のコントロールを促進

会民主主義者あるいはフェビアン的な従来の伝統

す る こ と に コ ミ ッ ト し よ う と 言 っ て い な い」

的社会行政の方式と関係している。

（
「FPD」
：⚕）
、
「組織を設立し、障害者をそれに関

では、
このような
「左派」
の社会民主主義的/フェ

与させずに、障害者の名で政府に政策を提案して

ビアン的なアプローチは具体的にどのようなもの

いる」
（
「FPD」
：10）
、などがある。そして、②原

なのか。Beresford & Croft は 1975 年にロンドン

因を追求せずに収入のみに焦点をあて、専門家的

で開かれた隔離に反対する身体障害者連盟
（Union

な定義が構築されている。具体的な議論の内容

of the Physically Impaired Against Segregation：

は、例えば「DA は収入の問題のみを言っている」

UPIAS）と障害者連合（Disability Alliance：DA） （
「FPD」
：⚕）
、
「収入を（他の社会条件から）孤立
との合同会議での内容を取り上げて説明している

した問題として扱っている」
（
「FPD」
：⚘）
、
「障害

（Beresford & Croft 1995: 81-85）
。UPIAS は障害

者のために話す専門家のグループを組織したが、

者たち自身がコントロールする組織であり、イギ

これは障害者の“障害”を定着させることしかでき

リスの初期の障害者権利団体であった。DA は

ない」
（
「FPD」
：⚘）
、
「障害を引き起こす原因に対

キャンペーン組織であり、障害者たちが経験して

処せず、このアプローチがその原因の継続を助長

いる貧困と低所得問題にアプローチしている。

するかもしれない」
（
「FPD」
：⚙）
、
「収入を単独で

DA には障害者が含まれているが、障害者がその

扱うという構えは、誤った障害定義に依拠したた

組織のコントロールをしていない。そして、現代

めであると見られる」
（
「FPD」
：12）
、などがある。

フェビアンの重要な思想家と活動家、
「左派」の貧

Beresford は基本的に上記の UPIAS の批判に

困論述の代表人物 Peter Townsend（1928-2009）

賛同し、DA のキャンペーンアプローチは「専門

は DA の中心メンバーであり、今回の議論の主要

家に大きく依存しているため、貧困当事者自身の

な参加者である。なお、両組織による議論の内容

見解や視点を表すための余地をほとんど残してい

は『Fundamental Principles of Disability』
（1976、

ない」
（Beresford & Croft 1995: 83）と述べている。

以後「FPD」
）で記録されている。この会議は障

さらに、その両組織の議論は「社会政策における

害者組織間の議論ではあるが、障害者のなかの大

伝統的フェビアンのアプローチと新しい参加型の

多数は貧困当事者であるため、貧困と関連する内

アプローチとの間の距離を強調した」と評価して

容が多かった。

いる（Beresford 2010: 256）
。このように、UPIAS

UPIAS は DA のキャンペーンアプローチに対

と DA との議論から、Beresford らが指摘してい

し て、そ れ は 貧 困 で な い 専 門 家（non-poor ex-

る「左派」の社会民主主義的/フェビアン的なアプ

perts）が“科学的な証拠”を収集し、議会で圧力を

ローチ、そしてなぜ貧困当事者がその議論から排
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除されたのかについてある程度理解できるだろ

ら 90 年代にアメリカ、そしてイギリスで盛んに

4)

う 。

なって広がってきたものである。イデオロギーの

一方、ここで「排除」と言っても、貧困当事者

観点から、さまざまな説明がなされてきたが、そ

が自分の組織やグループを作ったことが全くない

の中で最も影響力があるのは「右派」と思われる

というわけではない。ただ、それらのほとんどは

Murray（1984、1990=1996）の 主 張 で あ る。

脆弱な状況に置かれて、リソースも不足しており

Murray は「アンダークラスは貧困の程度ではな

短命である（Beresford & Croft 1995: 76）
。結果と

く、貧困の一つのタイプ」であり、
「彼ら（＝貧困

して当事者は、貧困議論から周辺化・排除された

当事者）の行為によって定義されている」と論じ

まま自身らに関する言説が構築され、さらに、そ

ている（Murray 1996: 24）
。これに対して、
「アン

のような言説に影響された政策で対応されてい

ダークラスは周縁的な人々を定義するのではな

る。次節ではこのような一連のプロセスについて

く、これによって定義された人々を象徴的に周縁

具体的な例を紹介しながら詳述していきたい。

化してしまう」
（Dean & Taylor Goodby 1992: 44）
、

⚓．貧困当事者の「他者化」

または「アンダークラス」は文化や行動的なもの
と関係があると認めながら、その原因は構造的で

前節では、貧困議論における貧困当事者の「排

ある（Wilson=1999）という「左派」からの批判も

除」について述べた。このような「排除」はまた、

あるが、いずれも対抗的なものとなっていない5)。

貧困当事者に「他者化」の影響をもたらしている

その後、この「アンダークラス」は定説がないま

（Beresford 2013: 140）
。こ こ で の 貧 困 当 事 者 の

まに政治家のなかでも軽率に使用されていったこ

「他者化」は、Lister によれば、貧困当事者の「自

と（Lister=2011: 159）
、また、メディアも明確な定

身を名づけ、定義する権利」が否定されることと

義なしにこのラベルを使ってしまうことによって

見ることができる（Lister=2011: 151）
。そして、

（Lister=2011: 160）
、貧困当事者を病態的にステレ

これは固有の状態ではなく、
「非貧困者」が動かし

オタイプ化し、軽蔑・汚名化し、さらに社会では、

て い る、進 行 中 の プ ロ セ ス で あ る と 言 え る

普遍的なシチズンシップの否定の意味合いで貧困

（Lister=2011: 148）
。さらに、このプロセスは様々

者一般に対して使われてきた。

なレベルや場で起こるもので、前述した福祉担当

この「アンダークラス」の使用は、貧困問題の

者や研究者などの専門家、メディア、法制度や政

再定義のプロセスを示している。つまり、リソー

策立案との相互作用を通して、日々の社会関係か

スの不足の問題から人の行為の問題へ転換し、あ

ら生じてくる（Schram 1995）
。本節では、このよ

るグループによる定義を他人に課していくことで

うな貧困当事者の「他者化」は実際にどのように

ある。これによって、貧困の代わりに貧困当事者

─ Beresford & Green & Lister et al.（1999）が指

が「問題」として構築されている（Lister 2010:

摘 し た 貧 困 議 論 の 主 要 エ イ ジ ェ ン ト、そ し て

157）
。Young（=2008）によれば、これは実際に貧

Young（=2008）が指摘した⚒つの「他者化」の様

困当事者に対する「保守的な他者化」がなされて

式で─なされて、また社会政策により対応されて

いると考えられる。つまり、これは「保守的な悪

いるのかを、本論文のはじめに提起した貧困議論

魔化である…他者に否定的な属性を投影し、そう

の⚒つのディスコースでそれぞれに頻繁に用いら

することによって自分自身に肯定的な属性を与え

れる「アンダークラス」と「社会的排除」の整理

るというもの」である（Young=2008: 19）
。これに

と分析を通して理解していきたい。

よってまた、不安を引き起こす社会的変化に取り

(⚑) 保守的な他者化─「アンダークラス」を例と

組むための一連の「政策処方」がリードされてき

して
「アンダークラス」という言説は、1980 年代か

た。その「政策処方」の多くは社会福祉より社会
統制的なものである（Lister 2010: 158）
。1990 年

貧困議論における貧困当事者の「排除」と「他者化」

代以後の厳格な福祉改革がその産物である。
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ここまで、
「アンダークラス」と「社会的排除」

(⚒) リベラルな他者化─
「社会的排除」
を例として

の⚒つの言説について、
それらが、
研究者やメディ

「社会的排除」という言説は、もともとはフラン

ア、政治家などによって、どのようにして社会問

スにおいて、研究者、政治家、メディア、活動家

題として構築され、政策的に対応されてきたかを

などが、貧困当事者を曖昧かつイデオロギー的観

示した。
「アンダークラス」または「社会的排除」

点から、社会保険制度からこぼれ落ちて周辺化さ

の支持者はそれぞれ政治的イデオロギーが異なる

れた人々を表すために使われた
（Silver 1994: 532）
。

ため、目的も出発点も異なるかもしれないが、ど

1980 年代から EU 委員会で使用され、1990 年代

ちらも貧困当事者を「他者化」のプロセスに置い

にはヨーロッパ大陸に普及した。
「社会的排除」
は、

ている。そして、このような「他者化」に基づい

当時のイギリスのニューレイバー政府においては

た反貧困政策は、厳格・選別的な援助策であって

中心的な社会政策概念であり、
「アンダークラス」

も、緩和的・包摂的援助策であっても、実際は貧

に対抗しうる言説として使われてきた。例えば、

困問題の緩和を手放しで期待できるものではな

当時トニー・ブレアは、政権を取るとすぐに「だ

い。なぜかというと、厳格・選別的援助策は、単

れでもがその存在を知っている者、すなわち、社

に「救済に値するか・値しないか」を強調し、人々

会の主流から切り離された共通の目的という感覚

の目を貧困当事者のなかの一部の人に向けさせ、

を持たないアンダークラスの人々」の問題に取り

貧困当事者内部の差異を強調することで、貧困の

組み始めた（Lister=2011: 159）
。彼がリードした

構造的な原因が見えなくなってしまい、福祉削減

ニューレイバー政権は、貧困の経済的・物質的側

の正当化に与している。これに対して、緩和的・

面よりも社会的・関係的な側面に関心を払い、貧

包摂的援助策は、人々に教育や就労などのチャン

困状態に暮らす人々の労働市場からの排除問題を

スを与えて公正に待遇すべきだという考えをとっ

中心的に取り上げ、社会的公正や機会均等などを

たが、その実践が行われるほど、貧困当事者全体

重視する一連の「社会的包摂」政策をとった。

が同情すべき弱者と思われていく。これはまた、

ニューレイバーによるこのような福祉政策は、
保守派の厳しい福祉政策と異なるもののように見

「アンダークラス」と同じようにステレオタイプ
化を促す。

えるが、実際には共通するところがある。それは

一方、貧困者当事者は、厳格な福祉政策に対し

貧困当事者の差異を強調する「他者化」に基づい

ても、緩和的な福祉政策に対しても、そのような

ている点である。Young（=2008）はこれが貧困当

「他者」として扱われる価値観に抵抗しているが、

事者に対する「リベラルな他者化」であると指摘
し、
「それは他者を我々のような素質や美徳が不
足しているとみなすことである。かくいう不足

その影響を弱めるほどには至っていない。

⚔．貧困当事者にとっての「排除」と
「他者化」の実際

は、保守バージョンのような本質的で質的な差異
というよりも、物質的ないし文化的な環境や資本

以上、貧困議論における貧困当事者の「排除」

の剥奪によって生じる不利な立場とみなされる。

と「他者化」について述べてきた。本節は、これ

もしこれらの環境が改善されれば、彼らは我々の

まで提示したこの「排除」と「他者化」が、貧困

よ う に な る の に、と い う わ け だ」と 述 べ る

当事者にとって、実際にどのような意味を持つの

（Young=2008: 19）
。また、政策においては「保守

か、さらにその意味にどのような問題が潜んでい

派は懲罰的あるいは排除的な政策を重視する」こ

るかを検討したい。そのためまずは、本稿を展開

とに対して、
「リベラル派は教育と社会復帰とい

するうえで主に参考とした Fraser の論述を紹介

う包摂的施策を重視する」ことに表れると指摘し

する。

ている（Young=2008: 20)6)。

Fraser（=2013）は従来の領土国家の視点から
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見てきた社会正義をグローバルの視点において再

当事者が議論されてきたのか─第⚓節）の実際を

考し、
「だれ」が正義を議論するフレームの主体と

理解するために非常に有効と見られる8)。まず

な る べ き か を 問 う こ と に よ っ て、彼 女 自 身

「排除」について考えてみよう。それは経済的原

（Fraser=2003、=2012）が提起した二元的正義論

因であるか文化的原因であるか政治的原因である

（再分配という経済的次元、承認という文化的次

か9)、いずれにせよ、Beresford & Croft（1995）が

元）に 代 表 と い う 政 治 的 次 元 を 加 え て い る。

指摘したように「パワーレスであり、脆弱であり、

Fraser（=2013）は、社会正義はすべての人が社会

リソースも不足」で、
「結果」からみると貧困当事

生活に平等に参加することを可能にする経済・文

者はもう一つの主要のエイジェントとして、貧困

化・政治の⚓つの次元における社会的配置（so-

言説の構築に十分に参加できていない。これは、

cial arrangements) を要求していると述べてい

貧困当事者という集団が、貧困言説の構築に自分

る。彼女はこの⚓つのすべての次元の主張を「参

の考えや意見を申し立てるための手段を欠いてい

加の同等性（participatory parity）
」という包括的

るからと考えられる。

7)

な規範原則に従わせている。⚓つの次元におい

次は「他者化」についてである。これは前述し

て、
「悪しき分配」
、
「誤った承認」
、
「誤った代表」

たように貧困当事者が非貧困者に他者
（＝
「彼ら」
）

のどれか⚑つがあれば、
「参加の同等性」が阻害さ

として扱われて、
「我ら」と区別されていることで

れ、不正義である。そのうち、特に政治的次元に

ある。ここでの争点は⚒つある。⚑つは、
その
「結

関して、Fraser は「だれ（Who）
」が政治的不正義

果」から見た貧困当事者は非貧困者に「アンダー

に置かれているのかを判断する際に、
「政治共同

クラス」や「社会的排除」されたもの（これと関

体の政治線は、実際に代表の資格を持っているだ

連する「福祉依存」するものや「救済に値する・

れかを不当に排除していないか」
、また「その共同

値しない」ものなど、数多くある）として名付け

体の決定ルールは全ての成員に、公的熟議での平

られ、定義されたことである。ここで争点とされ

等な発言権と公的意思決定での公正な代表を付与

るのは、そもそも貧困当事者はどのような存在で

しているか」
という⚒つの水準で検討した
（Fraser=

あるか、だれがそれを定義すべきか、ということ

2013: 26）
。そして、後者についての検討はまた、

である。より根本的に言うと、貧困を定義する権

正義を議論するプロセスにも言及している。つま

利は貧困当事者の側にはなく、貧困当事者は貧困

り、
「だれ」が成員・非成員であるかの議論だけで

を議論する前段階のレベルで既に周辺化・排除さ

はなく、両者の間の境界線の引き方を含む、如何

れた可能性を示していると言える。もう⚑つは、

に正義を議論すべきかということが問われてい

その「プロセス」から見て、貧困当事者が他者と

る。この「如何に（How）
」という問いは前述の⚒

して語られ、そのような「他者化」に基づいた反

つの水準とともに「政治的次元」を構成する⚓つ

貧困政策が策定・実行されるということである。

の水準となり、
「正義の『だれ』を構成するのに参

ここで争点とされるのは、議論の全プロセスにお

加する権利を主張しながら」
（Fraser=2013: 37）
、

いて、どのような基準に基づいて、そしてその基

「フレームワークが作成され、修正されるプロセ

準で貧困当事者は議論に十分に関与できているの

スを民主化することを事実上目的としている」

か、結果に対して同意しているのか、ということ

（Fraser=2013: 37）
。

である。これは実際に、貧困当事者という集団は

以上の Fraser の「だれがどのように（＝いか

貧困を定義する権利を付与されていないことだけ

に）
」という問いの立て方は、本論文で同じ手順で

でなく、自分が周辺化や排除の状態に置かれてい

検討してきた貧困問題における貧困当事者の「排

る経済、文化、政治などの問題を裁定することも

除」
（
「だれ」が貧困議論を主導してきたのか─第

できず、またそれによってさらに周辺化・排除さ

⚒節）と「他者化」
（
「どのように」貧困及び貧困

れていくことを示している。

貧困議論における貧困当事者の「排除」と「他者化」

15

従って、以上の「排除」と「他者化」の貧困当

的配置が当然に求められる。さらに、そもそもの

事者にとっての実際は、前述した Fraser の論述

レベルで貧困議論の主体はだれであるべきか、だ

と同じように、⚓つの水準の問題として理解でき

れが参加への権利が付与されたか・されなかった

る。すなわち、他の市民が主体となれるのに対し

かについての議論や検討が求められる。

て、貧困当事者は、①自分と関わるそれぞれの貧

次に、
「どのように」というプロセス的規範性に

困議論への参加、②そしてそもそものレベルでの

ついてである。これは前節で述べた③の水準の問

参加の権利、③さらにその全プロセスへの関与が

題と関わっている。政治的参加という視点は、リ

拒否されたということである。そのため、これら

ソースの提供と主体の参加を強調・検討するだけ

のいずれも貧困当事者にとって─経済的・文化的

ではなく、どのように提供・参加すべきかについ

側面の問題として部分的に解釈できるが─特に政

ての裁定手段─すなわち、民主的熟議─としての

治的側面の問題が反映されている。このような政

役割を果たしている。例えば悪しき分配や誤った

治的側面の問題に対応するには、政治的参加が必

承認をされた、または周辺化・排除された人がい

要と考えられる 。

る場合には、この視点はその人たちは自らの状況

10)

⚕．規範的な基礎としての政治的参加

から前述したような社会的配置について評価や異
議の申し立てを可能になるようにし、さらに、こ

前節で提起した政治的参加は、単に「だれ」が

の視点は策定・実行された・しようとする反貧困

参加した・しなかったというような「結果」から

政策について関係者の熟議を経るように求めてい

見たものだけではなく、
（被治者限定原則 によ

る。

11)

る）関係者が主体的に「どのように」その「プロ

以上のように政治的参加は⚓つの水準の問題に

セス」に積極的に関与したかという意味も含まれ

規範性があることで、
「だれ」という結果から見た

ている。これにより前節で議論された⚓つの水準

主体の構成範囲を教えてくれている。また、
「ど

の問題に有効に対応できると考える。さらに、こ

のように」というプロセスから見たある訴求（＝

のような政治的参加について、Olson（2008）は、

評価や異議の申し立てなど）についての裁定基準

これが前述した Fraser（=2013）の三元的正義論

をも教えてくれている。したがって、このような

のなかでは最も重要な位置を占めているため、正

政治的参加により、貧困当事者は「結果」と「プ

義の⚓つの次元を包摂する「参加の同等性」とい

ロセス」の両方から関連の社会的配置を評価する

う規範原則における「規範的な基礎としての政治

ことができるようになる。つまり、政治的参加と

的 参 加」
（political participation as normatively

いう視点は、社会機構と人間のエイジェンシーを

basic）としている（Olson 2008: 256-259）
。以下、

うまく関連させており、各種の社会的配置が関係

詳述していきたい。

者を主体として平等に社会的参加させることを可

(⚑) ⚓つの水準の問題に対する規範性

能にしているかどうか、そのような社会的配置が

まず、
「だれ」という結果的規範性についてであ

関係主体のなかに熟議を経て同意されているかど

る。ここでは主に前節で述べた①と②の⚒つの水

うかについて評価を可能にしている。

準の問題が含まれている。政治的参加という視点

(⚒) 社会的参加との異同

はこの⚒つの問題の解決に⚑つの共通認識を提供

これまでの貧困議論、特に「アンダークラス」

している。それは、人は「階級」や「地位」によ

と「社会的排除」をめぐる議論では主に階級に根

らずだれでも社会の一員として平等に社会的活動

差した経済的再分配と地位に根差した文化的承認

に参加できるようにしなければならない。した

の視点（⚒つのどちらか、または⚒つとも）から

がって、リソース不足などの原因で貧困議論に参

検討されてきたが、
「だれ」がその議論のフレーム

加できない場合では、それを補足するための社会

の主体であるべきかに関する議論は見逃されてい
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る12)。ここで言う「議論のフレームの主体」に関

配についても文化的承認についても議論すること

する議論は、前述したような主体の構成範囲とプ

が難しいと理解できるだろう。

ロセスの裁定基準を中心としており、主に政治的
参加と関わるものである。このような政治的参加

⚖．おわりに

は、これまで貧困の政治においてメインで議論さ

本論文は貧困議論における貧困当事者の
「排除」

れている一般意味上の（すなわち、経済的再分配

と「他者化」に焦点を当て、
「だれがどのように」

と文化的承認が含意する）社会的参加と重なり

という手順で、主に政治的「右派」と「左派」
、そ

合っている部分はあるが、両者を同等と考えるこ

れぞれによる貧困議論の整理と分析を通して考察

とはできない（Olson 2008）
。従って、貧困問題を

を行った。そこでは、
「排除」と「他者化」の貧困

検討する際には社会的参加だけで対拠しきれない

当事者にとっての実際の意味・問題と、これらの

部分があると考えられる。

問題に対応するにあたって必要とされる視点を課

こ れ に つ い て、Olson（2008）は 前 述 し た

題として、次の⚒つを明らかにした。第一に、こ

Fraser の一連の研究を踏まえて、政治的参加と

れまでの貧困議論における貧困当事者の「排除」

社会的参加との異同を次のようにまとめている。

と「他者化」が実際に貧困当事者にとってどのよ

まず、両者は重なり合う部分がある。地位は、あ

うな意味をもつのかということである。すなわ

る人に発言が許されていること、そしてその発言

ち、貧困当事者は、自分と関わる各種の貧困議論

が理解される程度に影響している。資本や収入な

への参加、そもそもの参加への権利、貧困議論の

どの階級差異は人が政治に参加する能力や意欲に

全プロセスへの関与が拒否されている。これらの

重要な影響を与えている（Verba & Schlozman &

いずれも政治的側面と関わる問題であると分析し

Brady 1995）
。一方、政治活動は豊富で多方面に

た。第二に、このような「排除」と「他者化」に

渡っていればいるほど、地位と階級の影響が大き

潜んでいる問題に対応するにあたって、規範的な

くなる（Olson 2008）
。これらの意味から、
「政治

基礎としての政治的参加の有用性を提示した。こ

的参加の機能は社会的参加と同様に：間主観的な

のような政治的参加は、
「結果」と「プロセス」の

条件と客観条件─地位と階級─を有している」

両方から主体の構成範囲とプロセスの裁定基準を

（Olson 2008: 255-256）
。ただし、両者が互いに還

教えてくれるため、貧困当事者の視点から各種の

元できない部分もある。
「政治的参加は発言権、

社会的配置を評価することを可能にしている。

自分のことを聞いてくれること、協力的活動の調

以上の⚒つの課題を明らかにしたことから、今

整に積極的に参加することの同等性に焦点を当て

後、貧困の政治を検討する際に、これまでに議論

ているため、分析上、広義の社会生活への参加と

されてきた「再分配」と「承認」の蓄積を踏まえ

は異なる。人々に平等な発言権がある際に、各種

て、本論文で提示した政治的側面における「参加」

の周辺化や排除に挑戦すること、裁定基準を改め

という視点からの検討も必要である。なお、本論

て協議し、他人が自分に対する態度や取扱い方を

文の最後の部分ではこれまでの再分配と承認に関

変えることを要求することができる」
（Olson 2008:

する議論と混同されないように、政治的参加と社

256）
。これがまた「他の種類の参加を確保するの

会的参加との異同について、Olson（2008）の研究

に役に立ち」
、
「他の重要と考えられる参加への訴

を引用し説明した。ところで、Olson（2008）の論

求を申し立てることを許している」
（Olson 2008:

述は主に Fraser の「正義論」に依拠し、政治的側

256）
。それゆえに、正義の経済・文化・政治のど

面だけではなく経済的・文化的側面を含めた「参

の次元においての要求も「参加の同等性」に規範

加」の意義を説明している。筆者も基本的にこの

性があるが、政治的参加はそのなかでは最も基礎

ような立場に近く、貧困議論において貧困当事者

的なものであり、政治的参加なしには経済的再分

が排除・他者化されていることは不正義であると

貧困議論における貧困当事者の「排除」と「他者化」

考えている。
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（Jordan 1996）という批判もある。
⚕) これについて、堅田（2005）が詳しく論じている。

注

堅田（2005）は「アンダークラス」をめぐる「右派」

⚑) 20 世紀後期から、グローバル化や脱工業化が進

と「左派」との主要議論を分析し、それが再分配に

むなかで、産業構造の変化によって雇用の不十分さ

与える影響を考察した。
堅田
（2005）
は十全な再分配

や低所得問題が深刻化してきたのと同時に、労働や

のため、Fraser（1997、2003）が論じた経済的な再

家族形態をはじめとする生の多様化ももたらされ

分配かつ象徴的な承認（承認の対象を地位に求める

ている。これらの社会的変化に対して、貧困の政治

点を含む）の視点は有用であると確認した。本論文

における従来の経済的再分配だけではなく、
「エン

は Fraser（1997、2003）の論述だけではなく、2005

パワーメント」や「コミュニタリアニズム」などに

年以後の議論も視野に入れて議論していきたい。

重点を置きながら伝統的な価値観や信念の再配置

⚖) Young（=2008）が指摘した「他者化」以外に、次

が強調されている（Beresford & Croft 1995: 75）
。

の視点からの指摘もある。
「排除」という考え方は

しかし、Beresford & Croft（1995）の指摘によれば、

既存の国家福祉の不十分さを指摘したい改革者に

このような貧困への関心が再び高まっているとい

とって有用かもしれない。例えば、新たなラベルを

うものの、貧困に対する解釈は依然として伝統的な

もとにリスクをカテゴリー化し、もっと注目される

政治のイデオロギーに左右されている。

形で貧困に対する緊急援助を呼びかけようとする

⚒) 貧困問題を緩和や解決するための諸政策を指し

ことで、より分解・分化した社会的カテゴリー（ホー

ている。これは、注⚓の西村（2015）の研究で述べ

ムレスや長期失業者など）に再分配を振り向けるこ

られている「対貧困政策」と同じ意味で用いている。

とができる。ただ、それと同時に伝統的労働者と中

⚓) 本論文で提示した Young（=2008）が論じた「他

産階級を守ってきた普遍的な社会保険制度を損な

者化」についての詳細な整理と分析は、日本では西

う可能性もある（Silver 1994）
。なお、このような表

村（2015）の研究がある。西村（2015）は「Young

し方は、人々の「問題」を断片化するような強調を

の議論は英米社会における人種差別や移民問題と

もたらし（Bacchi 1999）
、異なる問題間・機構間の

の関連性も含めて論じたものであるが、この⚒つの

関連性も見失われてしまう（Fairclough 2000）
。

様式の〈他者化〉プロセスを理解することは…貧困

⚗)「社会的配置」は「social arrangements」
（Fraser

の政治の動態を理解し…対貧困政策の内実を評価

2008a: 16, 28, 29）の日本語訳（Fraser=2013: 24, 41）

す る う え で 重 要 な 意 味 を も つ」と 評 し た。西 村

である。Fraser はこの言葉を次のように使用して

（2015）は主に Young（=2008）が指摘した「他者化」

いる。
「正義は万人が同輩として社会生活に参加し

のプロセスの詳細とそのようなプロセスに依拠す

うる社会的配置を必要とする」
（Fraser=2013: 24）、

る対貧困政策の限界を論じたが、本論文はそれを参

「参加の同等性の原則は、社会的配置を評価する正

考にした上で、
（貧困議論における貧困当事者の「排

義の実質的な原則を指定した帰結概念である。す

除」ならびに）
「他者化」のプロセスが貧困当事者に

なわち、社会的配置が正しいのは、それがすべての

とっての実際であること、そしてその実際が示して

関係する社会的行為者に、同輩として社会生活に参

いる課題に対応するにあたって必要とされる視点

加するのを可能にしているかぎりにおいてである」

を提示したい。

（Fraser=2013: 41）
、
「それは実質と手続きの両方を

⚔) こ の よ う な 方 式 に つ い て、Beresford & Croft

問題化することができるので、社会的配置のこれら

（1995）だけではなく、他の「左派」の研究者のなか

の 二 つ の 側 面 の 絡 み 合 い を 可 視 的 に す る」

か ら も そ れ は「狭 隘 的 非 理 論 的 経 験 主 義（a

（Fraser=2013: 41）。例えば、貧困の議論への参加を

cramped and atheoretical empiricism）」で あ り

例にすると、その参加が制約される原因が経済的資

（Novak 1995）、
「本当の貧困理論を生み出さない」

源の不足である場合は、その社会的配置の中心は経
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済的再分配であると考えられる。また、経済学の分

調筆者）
。さらに、Fraser は後者の「誤ったフレー

野ではそれを「ある集団の基本的な欲求やニーズを

ム化」の不正義を是正するために「変革的アプロー

満たすための方法を指している」
（Postlewaite 2001:

チ」を提示し、この変革的な政治は「他のいかなる

71）と使用されることもある。

要求よりも、フレーム設定のプロセスにおける発言

ㅡ ㅡ

⚘) 社会問題は生活の事実であると同時に人間のエ

ㅡ

権を主張している」と述べている（Fraser=2013: 37、

イジェンシーと社会機構によって形作られて、解釈

強調筆者）
。そのため、筆者はこの問題の解決策を

されている。貧困問題は他の全ての社会問題と同

提示・強調するために、
「代表」ではなく、
「代表」

様 に、こ れ に 当 て は ま る（Beresford & Green &

が示している問題の実質内容に向けて、
「参加」を

Lister et al. 1999: 4）
。そのため、貧困問題を理解す

論点の展開に用いていきたい。

る際に、それが具体的に「だれがどのように」問題

11) Fraser は「この原則によれば、所与の統治構造に

として見られ構築されているのかを捉えなければ

従属する人々だけが、それに関係する正義の主体と

ならない。本論文は基本的にこのような考えに基

し て の 道 徳 的 地 位 を 持 つ」と 述 べ て い る

づいて議論を展開してきた。

（Fraser=2013: 89）
。そして、ここでの「統治の構造

⚙) その具体的な事実は、まず経済的側面、文化的側

への従属」について、Fraser は「それを広く、さま

面について、これまで多くの実証研究で捉えてき

ざまな類型の権利にたいする関係を含むもの」と理

た。例えば、Lister（2004）は Fraser（1997、2003）

解している（Fraser=2013: 90）
。

の理論を参考にし、
「経済的」を「物質的・経済的」
、

12) 貧困議論のフレームの主体についての検討はほ

「文化的」を「関係的・象徴的」とし、両側面を統合

とんどの場合では見逃されている。Beresford &

する「貧困の車輪」を示すことで、積極的に貧困の

Croft は次のようにコメントしている「貧困当事者

理論化と調査に取り組んでいる。そして、貧困当事

が貧困議論から排除されたことは問題とは思われ

者の市民の一員としての政治的権利が如何に侵害

ず、研究者のなかで何もコメントされずに見過ごさ

されているのかについての論述は Lister（1989）の

れている」
（Beresford & Croft 1995: 77）
。また、貧

研究で詳しく描写している。

困研究の領域だけではなく、より広範な政治哲学の

10) ここで提起した政治的側面の問題は本論文で検

視点からも同様の批判がされている。Fraser は

討した「貧困議論」に限らない。それは正式的政治

「
（正義）そのフレームをめぐる問いが…私の以前の

領域（例えば、選挙活動への投票、政府施策への評

研究でも、ほかの多くの哲学者の研究でも見過ごさ

価）にはもちろん、より広範な生活世界の各場面に

れていた」
（Fraser=2013: 25、括弧内筆者）と述べて

も潜在している（例えば、コミュニティ活動の計画

いる。

や参加、職場での会議の出席や発言など）
。これら
の政治的側面の問題に関して、Fraser（=2013）の論
述ではそれが「代表に関係している」
（Fraser=2013:
26）と述べている。ただ、Fraser はまた、政治的な
不正義である「誤った代表」を「ある政体の意思決
定のルールが、基本的に成員と見なされた一部の
ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ

人々が、同輩として完全に参加するチャンスを剥奪
ㅡ

ㅡ
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